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第１１節 ビューの視点設定/切り替え
 再構成画像を移動/回転させ設定した表示の視点を保存することができます。この視点
設定は、脚長差及びインプラント可動域計算の基準座標系としても一部用いられます。
 本ソフトウエアで想定している視点設定をメニューとして組み込んでいます。概略は以
下の通りです。
 （1）骨盤：骨盤傾斜を補正したビューを想定しています。脚長差計算時、骨盤傾斜補

正を考慮して計算します。
 （2）大腿骨機能軸（右足、左足）：大腿骨機能軸を画面鉛直方向にあわせたビューを

想定しています。右足、左足各々に設定可能であ
り、脚長差及びインプラント可動域計算時に設定
が必要となります。

 （3）大腿骨骨軸（右足、左足）：大腿骨骨軸を画面鉛直方向にあわせたビューを想定
しています。右足、左足各々に設定可能です。

 （4）脛骨（右足、左足）：脛骨骨軸を画面鉛直方向にあわせたビューを想定していま
す。右足、左足各々に設定可能です。

 （5）任意平面：表示されている各断面像（Coronal、Sagittal、Axial）をクリックす
ると、その表示状態がオプションビューとして表示されます（（1）～
（4）と少し意味合いが異なります）。

 上記以外に、以下の2種類の視点がデフォルトで設定されています。
 ・CT撮像時の座標系 ：CT座標系（CT初期表示）
 ・インプラント座標系 ：テンプレート用インプラント・モデルが持つ座標系

視点設定 視点切り替え

視点設定されていない状態では、視点切り替えメニューは無効になっています。視点設定完了後
、視点切り替えは設定されたもののみ有効となります（下図参照）。

無効 有効

CT座標系 骨盤座標系

（骨盤座標系設定前） （骨盤座標系設定後）
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１）骨盤/大腿骨機能軸/大腿骨骨軸/脛骨骨軸の視点設定/視点切り替え
 本項では例として、骨盤座標について説明します。その他も同様に設定できます。
（1）骨盤座標を補正した後、その視点を本ソフトウエアに覚え込ませるには、“ビュー

/ビュー視点設定/骨盤”メニュー、または“骨盤”設定アイコンを選択します。

（2）選択すると、設定された視点が保存され、“ビュー視点切り替え”メニューおよび
アイコンの“骨盤”が有効になります。

ＣＴ座標系 骨盤座標系

（骨盤座標系設定前） （骨盤座標系設定後）無効 有効

その他、大腿骨機能軸、大腿骨骨軸、脛骨骨軸も同様に設定できます。ただし、これら
は左右それぞれに対して設定ができるようになっています（下図は大腿骨機能軸の左右
設定）。
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（3）再構成画像を移動/回転させた後、視点設定したビューを表示させるには、“ビュ
ー/ビュー視点切り替え/骨盤”メニュー、または“骨盤”視点切り替えアイコンを
選択します。

上記メニューまたはアイコンをクリックすると、下図のように画面が切り替わります。

適当に移動/回転させたビュー “骨盤”視点ビュー

２）任意平面
“任意平面”は任意の断面ビューを別ウインドウで表示するものです。 あらかじめ作成
した現在表示されている断面を別ウインドウで表示する場合と、任意平面に対する断面
を表示する場合の2通りが可能です。
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●現在表示されている断面を別ウインドウで表示する場合 
（1）保存したい表示状態ビューを設定します（必要な断面像を作る）。例として、今回

は下図の断面ビューを保存してみます。

（2）“ビュー/ビュー視点設定/任意平面”メニュー、または“任意平面”アイコンを選
択します。

（3）保存したいビューのあるウインドウを、マウスの左ボタンでクリックすると、下図
のように「オプション・ビュー＊＊（＊＊：追加順の番号）」ウインドウが追加さ
れ、ビューが保存されます。追加されるウインドウの枚数は最大8枚です。 また、
その断面がどの位置で作成されるかを示す断面線（ピンク色）が正面ビューおよび
側面ビューに表示されます。
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●任意平面に対する断面を表示する場合
 任意平面で作成される断面像を表示します。
 （1）“ビュー/ビュー視点切り替え/オブジェクト”メニュー、または“オブジェクト

”アイコンを選択します。

（2）作成された断面線（ピンク色）をクリックすると以下の画面になり、ウインドウが
追加されます。追加されたウインドウには、作成された断面線で作られた断面が表
示されます。

「3Dテンプレート」ウインドウが表示され
、“オプションビューを任意方向に回転さ
せてください”との指示がくるので、“OK
”をクリックします。

“OK”クリック後、以下の画面になり、“マウス右ボタン+Ctrlキー”を押すことで作成
された断面像を任意に回転させることができます。
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３）ＣＴ初期表示 
“ＣＴ初期表示”は、ＣＴ像を読み込んだ後に表示されるビューの視点が設定されてい
ます。
（1）“ビュー/ビュー視点切り替え/ＣＴ初期表示”メニュー、または“ＣＴ初期表示”

アイコンを選択します。

（2）メニューまたはアイコンをクリックすると、下図のように各断面表示がＣＴ初期表
示に戻ります。
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第１２節 ページ送り
 “ページ送り”および”逆ページ送り“は、読み込んだＣＴスライス1ファイル分を1ペ
ージとし、1枚ずつページをかえるごとにそのＣＴ断面像を表示するものです。 “ペー
ジ送り”は近位方向へ、“逆ページ送り”は遠位方向へ動きます。

（1）“ビュー/ページ送り（逆ページ送り）”メニュー、または“ページ送り（逆ページ送り
）”アイコンをクリックします。

ページ送り 逆ページ送り

（2）断面ビューをクリックすると、次のCTスライス像に表示が切り替わります。

Shiftキーを押しながら、画面をクリックすると逆方向に動きます。 
（ページ送り→逆ページ送り、逆ページ送り→ページ送り）

断面ビュー以外をクリックすると、1mmピッチでコマ送りされます。
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第１３節 ビューのセンタリング
断面線交点の位置を画面上の任意の点にクリック1回で動かすことができ、また断面線交
点が画面中央に来る表示となります。

（1）“ビュー/センタリング”メニュー、または“センタリング”アイコンをクリックします。

（2）センタリングしたい位置をクリックすると、断面線交点がクリックした位置に移動し、
ビューは断面線交点が画面中心となるように表示されます。
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第１４節 オブジェクトの操作
 各ビューに、任意の直線、球、平面を書き込むことが出来ます。マーキングとして使用
すると便利です。

オブジェクトは3次元データです。従って画面表示上、球は円として、平面は線（ピンク
色）として見えますが、実際は球もしくは平面のため、書き込んだビュー以外にもこれ
らは表示されます。

１）球の作成
（1）“オブジェクト/球”メニュー、または“球”アイコンを選択します。
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（2）球の指示は下図の通りです。
①球の中心を配置したい場所でマウスの左ボタンをクリックします。
②球の大きさはマウスを動かしながら決め、大きさが決まったらマウスの左ボタン
をクリックします（球のサイズが決まるまで、オブジェクトの色は灰色）。

②球のサイズを決定

①球の中心を決定

③サイズ決定後、
すべての画面に
円（球）が表示
されます。

２）球の移動 
移動は、マウスによるものと数値入力によるものの2通りが可能です。

●マウスによる移動
 （1）“オブジェクト/オブジェクト指示”メニューまたは“オブジェクト指示”アイコ

ンをクリックします。
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（2）球を移動させる場合は、球の中心を選択します（外形線を選ぶとサイズ変更になり
ます）。移動させたい球の中心（“×”印）近傍にカーソルを置くと、球の外形線が
赤く、中心点が黄色くハイライトするので、マウスの左ボタンをクリックします。マ
ウスを動かすことにより、移動させたい場所へ球を移動させ、位置が決まったらマウ
スの左ボタンをクリックします。

移動前

移動中

移動後



８５

●数値入力による移動
（1）“オブジェクト/移動”メニューまたは“移動”アイコンをクリックします。

（2）動かしたい球をマウスの左ボタンでクリックすると、「移動」ウインドウが開きま
す。

（3）移動量を入力します（例えば正面ビューの球を選択し、200mm画面左方向へ、100mm
下方に移動します）。この状態で“OK”をクリックすると、下図のようになります。
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（4）“新規で作成する”にチェックを入れると、球（オブジェクト）がコピーされます。

３）球のサイズ変更
サイズ変更は、マウスによるものと数値入力によるものの2通りが可能です。

●マウスによるサイズ変更
（1）“オブジェクト/オブジェクト指示”メニューまたは“オブジェクト指示”アイコ

ンをクリックします。
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（2）球のサイズを変更する場合は、球の外形線を選択します。移動させたい球の外形線
近傍にカーソルを置くと、球の外形線が赤く、中心点が黄色くハイライトするので
、マウスの左ボタンをクリックします。マウスを動かすことにより、球のサイズを
決めマウスの左ボタンをクリックします。

サイズ変更前

サイズ変更中 サイズ変更後

●数値入力によるサイズ変更
（1）“オブジェクト/サイズ/配置条件”メニューまたは“サイズ/配置条件”アイコン

をクリックします。
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（2）サイズ変更したい球をマウスの左ボタンでクリックすると、「サイズ変更」ウイン
ドウが開きます。

（3）サイズを入力します。この状態で“OK”をクリックすると、下図のようになります。

（4）“新規で作成する”にチェックを入れると、球（オブジェクト）がコピーされます。



８９

４）直線の作成
（1）“オブジェクト/直線”メニュー、または“直線”アイコンを選択します。

（2）直線の指示は下図の通りです。
①直線の片方の端点を配置したい場所でマウスの左ボタンをクリックします。
②直線の残りの端点を配置したい場所でマウスの左ボタンをクリックします。

①

②
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５）直線の移動
移動は、マウスによるものと数値入力によるものの2通りが可能です。

●マウスによる移動
（1）“オブジェクト/オブジェクト指示”メニュー、または“オブジェクト指示”アイ

コンをクリックします。

（2）直線を移動させる場合は、直線上の端点、中心点以外を選択します（端点を選ぶと
端点のみの移動（サイズ変更）、中心点を選ぶと回転中心位置の移動になります）
。移動させたい直線の近傍にカーソルを置くと、直線が赤くハイライトするので、
マウスの左ボタンをクリックします。

移動前

移動中 移動後
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なお、端点のみの移動は、下図のようになります。

●数値入力による移動
（1）“オブジェクト/移動”メニューまたは“移動”アイコンをクリックします。

黄色の四角を
選択する
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（2）動かしたい直線をマウスの左ボタンでクリックすると、「移動」ウインドウが開き
ます。

平行移動のみで、直線のサイズを変えることなく直線を移動させることができます。

・始点：直線の始点のみ動く

・終点：直線の終点のみ動く

・平行：直線を平行移動させる。

端点の位置を変えると、直線サイズも変わります。
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（3）直線のサイズを変えずに移動させる場合は、“移動種類選択”の平行にチェックを
入れ、移動量を入力します（例えば正面ビューの直線を選択し、100mm上方に移動
します）。この状態で“OK”をクリックすると、下図のようになります。

（4）“新規で作成する”にチェックを入れると、直線（オブジェクト）がコピーされま
す。
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６）直線の回転
 回転は、マウスによるものと数値入力によるものの2通りが可能です。

（2）直線を回転させるには、直線端部に表示されるハンドル（黄色い矢印）を選択しま
す。回転中心は直線の真ん中にある×印です。

●マウスによる移動
（1）“オブジェクト/オブジェクト指示”メニュー、または“オブジェクト指示”アイ

コンをクリックします。
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なお、回転中心を移動させることもできます。 回転中心を選択し、マウスを動かすと×
印が直線上を動くので、適当な位置でマウスの左ボタンをクリックすると、回転中心位
置が決定されます。

（3）マウスを動かすことにより、適当な回転箇所を選び、位置が決まったらマウスの左
ボタンをクリックします。
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●数値入力による回転
（1）“オブジェクト/回転”メニュー、または“回転”アイコンをクリックします。

（2）回転させたい直線を選択すると、「回転」ウインドウが開きます。

（3）回転角度を入力し“OK”をクリックします。
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（4）“新規で作成する”にチェックを入れると、直線がコピーされます。

７）直線のサイズ変更
（1）“オブジェクト/サイズ/配置条件”メニュー、または“サイズ/配置条件”アイコ  
     ンを選択します。

（2）サイズ変更したい直線を選択すると、「サイズ変更」ウインドウが開きます。
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（3）サイズ変更する際に基準とする基準位置（点）を選択し、サイズを入力します。

・始点：直線の始点を基準としてサイズ変更 
・終点：直線の終点を基準としてサイズ変更
・中心：直線の中心点を基準としてサイズ変更

始点基準 中心基準

８）平面の作成
（1）“オブジェクト/平面”メニュー、または“平面”アイコンを選択します。
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（2）平面の指示は下図の通りです。
①平面の片方の端点を配置したい場所でマウスの左ボタンをクリックします。
②平面の残りの端点を配置したい場所でマウスの左ボタンをクリックします。
③2点を通る平面が作成される。この2点の中心が平面の回転中心となります。

９）平面の移動
移動は、マウスによるものと数値入力によるものの2通りが可能です。

●マウスによる移動
（1）“オブジェクト/オブジェクト指示”メニュー、または“オブジェクト指示”アイ

コンをクリックします。

（2）平面を移動させる場合は、平面上の中心点以外を選択します（中心点を選ぶと回転
中心位置の移動になります）。移動させたい平面の近傍にカーソルを置くと、平面
が赤くハイライトするので、マウスの左ボタンをクリックします。

①

②
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（3）マウスを動かすことにより、移動させたい場所へ平面を移動させ、位置が決まった
らマウスの左ボタンをクリックします。

●数値入力による移動
（1）“オブジェクト/移動”メニューまたは“移動”アイコンをクリックします。

（2）動かしたい平面をマウスの左ボタンでクリックすると、「移動」ウインドウが開き
ます。
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（3）移動量を入力し、“OK”ボタンをクリックすると下図のようになります。

（4）“新規で作成する”にチェックを入れると、平面がコピーされます。

１０）平面の回転
回転は、マウスによるものと数値入力によるものの2通りが可能です。

●マウスによる移動
（1）“オブジェクト/オブジェクト指示”メニュー、または“オブジェクト指示”アイ

コンをクリックします。



１０２

（2）平面を回転させるには、平面端部に表示されるハンドル（黄色い矢印）を選択しま
す。回転中心は平面上にある×印です。

なお、回転中心を移動させることもできます。 回転中心を選択し、マウスを動か
すと×印が平面上を動くので、適当な位置でマウスの左ボタンをクリックすると、
回転中心位置が決定されます。

（3）マウスを動かすことにより、適当な回転箇所を選び、位置が決まったらマウスの左
ボタンをクリックします。
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●数値入力による回転
（1）“オブジェクト/回転”メニュー、または“回転”アイコンをクリックします。

（2）回転させたい平面を選択すると、「回転」ウインドウが開きます。

（3）回転角度を入力し“OK”をクリックします。
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（4）“新規で作成する”にチェックを入れると、平面がコピーされます。

１１）オブジェクトの消去（非表示＋再表示）/削除
 作成したオブジェクト（球、直線、平面）が不要になった場合、これらを非表示または
削除することができます。

非表示：オブジェクトを画面上から消去します（データとしては残るので再表示可能）。 
削除  ：オブジェクトのデータを削除します（データが残らないので再表示不可）。

本項では、球オブジェクトを例に説明します（使用方法はその他のオブジェクトも同様
です）。

●オブジェクトの消去（非表示） 
オブジェクトを画面上から消去します。内容は非表示であるため、再表示可能です。 

（1）“オブジェクト/非表示”メニュー、または“非表示”アイコンを選択します。
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（2）非表示させたいオブジェクトを選択すると、オブジェクトは非表示状態となります。

●オブジェクトの再表示
非表示させたオブジェクトを再表示します。

（1）“オブジェクト/表示”メニュー、または“表示”アイコンを選択します。

（2）メニューまたはアイコンをクリックすると、非表示状態のオブジェクトが灰色で表
示されます。
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（3）再表示させたいオブジェクトを選択し、別のメニューに移るかESCキーを押すと、
そのオブジェクトが再表示されます。

●オブジェクトの削除
 オブジェクトのデータを削除します。削除するとデータが残らないので再表示はでき
ません。

 （1）“オブジェクト/削除”メニュー、または“削除”アイコンを選択します。

（2）削除したいオブジェクトを選択すると、データが削除されます。
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１２）オブジェクトの表示属性変更
 � オブジェクトの表示属性には次のようなものがあります。
� ・要素種類 
� ・表示色 
� ・線種 
� ・太さ 
� （1）“オブジェクト/表示属性”メニュー、または“表示属性”アイコンを選択します。

（2）「表示属性」ウインドウが開き、オブジェクトの表示属性を指定することができま
す。

直線・球のデフォルト設定 平面のデフォルト設定 断面線のデフォルト設定

属性の設定メニュー（表示色、線種、太さ）は以下の通りです。

表示色

線種 太さ
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（3）例えば、平面の表示色をピンク色から緑色に変えてみます。 表示色の色をピンク
色から緑色に変更し“適用”ボタンをクリックすると、画面上の平面の色が変更さ
れます。“適用”はプレビュー状態と同じです。この場合、“キャンセル”をクリ
ックすると、元の色に戻ります。 “OK”をクリックすると、設定が固定されるの
で、変更するには再度属性変更を行う必要があります。

１３）オブジェクトのコピー 
� オブジェクトをコピーすることができます。

（1）“オブジェクト/コピー”メニュー、または“コピー”アイコンを選択します。
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（2）コピーしたいオブジェクトを選択し、コピーオブジェクトを配置したい位置でマウ
スの左ボタンをクリックすると、コピーが完了します。

第１５節 長さ/角度測定

１）長さ測定
 長さ測定に関するメニュー選択は以下の通りです。
“評価/長さ測定”メニュー、または“長さ測定”アイコンを選択すると、「長さ測定」
ウインドウが開きます。
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●測定対象
 大きさ ：オブジェクトのサイズを測定する際にチェックを入れます。
 距離 ：オブジェクト間の距離、画面上の任意の2点間距離などを測定する際にチェック

を入れます。
●測定結果
 投影距離 ： 測定に際し対象としたウインドウの表示平面に対し投影した2次元的な距

離になります。
絶対距離 ：測定対象の3次元的な距離（実長）になります。
水平距離 ：投影距離で測定されたものを画面水平成分に分解した距離になります。
 垂直距離 ：投影距離で測定されたものを画面垂直成分に分解した距離になります。

以降長さ測定について、測定対象ごとに測定方法を説明します。

２）オブジェクトのサイズ測定
 作成された球、直線のサイズを測定できます。

（1）オブジェクトのサイズを測定するので、測定対象は、“大きさ”にチェックを入れ
測定対象となるオブジェクトを選択します。

球の場合

直線の場合
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３）オブジェクト間距離測定

●2つのオブジェクト間距離の測定

（1）2つの球間距離 
� 球間距離は、それぞれの球の中心間距離を測定します。

（2）2つの直線間距離
�  ①直線間に垂線が引ける場合は、垂線の長さが測定されます。

� ②直線間に垂線が引けない場合は、直線間の最短距離が測定されます。�
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（3）直線と球間距離
�  直線と球間距離は、次のような測定となります。

� ①球中心から直線へひいた垂線が、直線上にくる場合は、その垂線の長さが測定�
� 　されます。

� ②球中心から直線へひいた垂線が、直線上に来ない場合は、直線端点と球中心間�
� 　距離が測定されます。

●画面上の任意の点と、1つのオブジェクト間の距離の測定
 （1）画面上の任意の点と球間距離 
� 画面上の任意の点と球の中心間距離が測定されます。



１１３

� ②画面上の任意の点から直線に垂線が引けない場合は、その点と直線の最短距離�
� 　が測定されます。

●画面上の任意の2点間距離の測定
� 画面上で適当に2点をクリックすると、その間の距離が測定されます。

（2）画面上の任意の点と直線間距離
�  ①画面上の任意の点から直線に垂線が引ける場合は、その垂線の長さが測定され�
� 　 ます。
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４）角度測定 
� 角度測定に関するメニュー選択は以下の通りです。
� “評価/角度測定”メニュー、または“角度測定”アイコンを選択すると、「角度測定��
�  」ウインドウが開きます。

●測定対象 
� 直線及び平面オブジェクト間の角度、画面上の任意の3点間の角度を測定します。
●測定結果 
� オブジェクト間の角度については、測定対象ビュー上に投影された線分間の　　
　　　角度となります。

� 以降角度測定について、測定対象ごとに測定方法を説明します。
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●オブジェクト間の角度測定 
� 次の2オブジェクト間角度を測定できます。
� ・デフォルト断面線/直線オブジェクト 
� ・デフォルト断面線/平面オブジェクト 
� ・直線オブジェクト/直線オブジェクト 
� ・直線オブジェクト/平面オブジェクト 
� ・平面オブジェクト/平面オブジェクト

（1）「角度測定」ウインドウが開いた状態で、測定したい2つのオブジェクトを選択す�
� ると、角度が算出されます。画面に向かって反時計回りを“正”としており、オ�
� ブジェクトの選択順によって角度表記が変わります。

●画面上の任意の3点から角度を測定 
（1）オブジェクト間の角度、画面上の任意の3点間角度を測定します。 3点の指示順序�
� は下図の通りです。

１

２

３
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